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EPARKEPARKEPARKEPARK テイクアウトシステムテイクアウトシステムテイクアウトシステムテイクアウトシステム利用規約利用規約利用規約利用規約    

 

※株式会社 EPARK（以下「当社」といいます。）における個人情報の取扱い 

・当社は、当社指定の申込書に記載のお客様の個人情報について、本規約第 26条に定める

利用目的のほか、本サービスの提供・当社及び当社のグループ会社（以下、併せて「当

社等」といいます。）が取扱う商材のご案内の目的で利用させて頂きます。 

・ その他、当社の「個人情報保護方針」（http://epark.co.jp/privacy/）及び「個人情報

の取扱い」（http://epark.co.jp/use/）に基づき適切に取扱います。 

 

第第第第 1111 条（規約の適用）条（規約の適用）条（規約の適用）条（規約の適用）    

  当社は、「EPARK テイクアウトシステム利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従い

EPARK テイクアウトシステムに関連するサービス（以下「本サービス」といいます。）をお

客様に提供します。なお、本サービスに係るオプションサービス又は付随するサービスに

おいても、本規約が適用されるものとします。 

 

第第第第 2222 条（契約期間）条（契約期間）条（契約期間）条（契約期間）    

  お客様と当社との間で締結した本規約に基づく本サービスに関する利用契約（以下「本

契約」といいます。）の有効期間は、お客様がお申込を行い、当社が当該申込みに基づく手

続きを完了した日の属する月より別途当社が指定する期間とします。本契約有効期間満了

の 2 ヶ月前までに本契約を解約する旨の書面による申し出がない場合には、本契約は、同

一条件にて 1年間延長されるものとし、その後も同様とします。 

 

第第第第 3333 条（利用料金等）条（利用料金等）条（利用料金等）条（利用料金等）    

１．本サービスの月額の利用料金（以下「利用料金」といいます。）は、当社指定の申込書

のご契約内容欄に記載された金額とします。又日割り計算は行わないものといたしま

す。尚、本契約期間中に、租税法規の変更による公租公課の増額が行われた場合、当

該増額分は全てお客様が負担するものとします。 

２．前項に加え、当社のユーザー（以下「ユーザー」といいます。）が本サービスを介して

お客様に対して商品の注文（以下「本注文」といいます。）を行い、ユーザーが本注文

に基づく代金をお客様に対して支払った場合、お客様は当社に対して、当該代金に当

社指定の申込書のご契約内容欄に記載された料率を乗じた金額（以下、利用料金と併

せて「利用料金等」といいます。）を支払うものとします。 

３．お客様は利用料金等を支払期限までに支払わない場合、当社はお客様への本サービス

の提供を事前通知なく一時的に停止することができます。その後一定期間未払いが継

続する場合は、当社は事前通知なく本契約を強制解約することができるものとします。 

４．当社は、理由の如何を問わず、お客様が当社に対して既に支払った当該利用料金等を

含む一切の料金を返還しないものとします。 

 

第第第第 4444 条（お支払方法）条（お支払方法）条（お支払方法）条（お支払方法）    

  お客様は、利用料金等を別途当社が指定する期日までに当社指定口座に振込み、自動振

替、又は別途当社が定める方法にて支払うものとします。振込手数料はお客様が負担する

ものとします。 
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第第第第 5555 条（遅延利息）条（遅延利息）条（遅延利息）条（遅延利息）    

  お客様が当社に対して、利用料金等に関する支払いが遅延した場合は、お客様は当社に

対して、支払期日の翌日から完済に至るまで 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6％

の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第第第第 6666 条（苦情処理等）条（苦情処理等）条（苦情処理等）条（苦情処理等）    

１．お客様がユーザーに対してお客様の店舗にて提供するサービス（以下「利用者サービ

ス」といいます。）に起因する苦情への対応は、お客様が責任をもって行い、当社に何

ら迷惑をかけないものとします。 

２．当社が、利用者サービスに起因する苦情への対応を行った場合、お客様は当社の請求

に基づき、当社に生じた対応のために要した費用相当額を支払うものとします。 

 

第第第第 7777 条（データの著作権及び所有権）条（データの著作権及び所有権）条（データの著作権及び所有権）条（データの著作権及び所有権）    

  本サービスに関わる著作権・その他知的財産権及び所有権等は、当社に帰属します。 

    

第第第第 8888 条（システムの修正）条（システムの修正）条（システムの修正）条（システムの修正）    

  当社が仕様上必要と判断した EPARK テイクアウトシステムの不具合の修正及びバージョ

ンアップは、お客様に通知することなく行えるものとします。 

 

第第第第 9999 条（お客様での準備）条（お客様での準備）条（お客様での準備）条（お客様での準備）    

１．お客様は、本サービスを利用するに際し、必要となる通信機器、その他これらに付随

する全ての機器の準備および回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの

加入等について、自己の費用負担にて行うものとします。 

２．当社は、通信機器等の不具合等により本サービスの提供が妨げられた場合、及びお客

様が本サービスを利用することにより通信設備等に不具合等が生じた場合であっても、

当社に故意又は重過失がない限り、一切責任を負わないものとします。 

３．本サービスを利用するために必要な通信費等は、お客様の負担とします。 

４．お客様は、当社による本サービスの提供に支障をきたさないように、お客様の通信機

器等を正常に作動するよう維持する責任を負うものとします。 

５．お客様は、当社が発行したID・パスワードを善良な管理者の注意をもって保管・管理

するものとし、お客様に発行されたID・パスワードによる行為は、お客様の行為とみ

なすものとします。 

 

第第第第 10101010 条（注意事項）条（注意事項）条（注意事項）条（注意事項）    

本サービスを利用するに際し、お客様のPCを使用する場合、お客様は以下の事項を遵守す

るものとします。 

①お客様のPC等に感染したウィルス等が当社のサーバーや本サービスの提供に悪影響を

及ぼした場合、お客様は当社に実際に生じた損害を賠償する責を負うものとします。

尚、お客様は、お客様のPC等をウィルス等から防ぐためのソフトウェアをダウンロー

ドするよう努めるものとする。 

②当社は、当社による過失をお客様が用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに

付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービスなどの

不具合等によって、お客様が本サービスを受けられなかったとしても、当社に故意又
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は重過失がない限り、当社は何らの責任も負わないものとします。 

③以下の場合にお客様に損害が生じたとしても当社は何ら責を負わないものとします。 

・お客様の PCがウィルス感染した場合。 

・お客様の PCがシステムダウンした場合。 

・その他当社の責に帰すべき事由以外の原因により障害が発生した場合。 

④当社は、お客様が本サービスを利用するためのネットワーク通信を行うことができる

動作環境にあることを何ら保証致しません。 

 

第第第第 11111111 条（禁止事項）条（禁止事項）条（禁止事項）条（禁止事項）    

１．お客様は、本サービスの利用に際して以下に該当する情報を発信してはならないもの

とします。また、以下に該当する情報を発信するサイトへのリンクを設定してはなら

ないものとします。 

①他人を誹謗し、名誉を毀損し、又はプライバシーを侵害する情報。  

②著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する情報。  

③真実でない情報。  

④法令又は公序良俗に反する情報。  

⑤当社が不適当と判断する情報。 

２．当社は、前項に違反する情報及びリンク又はそのおそれのある情報及びリンクを削除

することができるものとします。 

３．お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはなら

ないものとします。 

① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するお

それのある行為。 

② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれ

のある行為。 

③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。 

④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。 

⑤ 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。 

⑥ ID 等を第三者に譲渡、貸与又は売買等をする行為。 

⑦ ID 等を不正に使用する行為又は第三者の ID等を使用する行為。 

⑧ 本サービス及びその他当社が提供するアプリケーションを改造、リバース・エンジ

ニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル等の行為。 

⑨ 本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。 

４．お客様は、本契約に基づき発生する権利義務の全部又は一部を当社の事前の書面によ

る承諾なく譲渡、貸与、担保設定等一切の処分を行ってはならないものとします。 

 

第第第第 12121212 条（機密保持）条（機密保持）条（機密保持）条（機密保持）        

  お客様は本サービス利用中に知り得た全ての情報を機密情報として取扱うものとし、目

的を超えて使用し又は第三者に開示・漏洩しないものとします。また、お客様はその従業

員に対し、本条による機密保持義務を遵守させるものとします。 

 

第第第第 13131313 条（サービスの停止）条（サービスの停止）条（サービスの停止）条（サービスの停止）    

  当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合本サービスの提供を停止することができ、
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また本サービスの提供が遅延する事があります。 

① 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。   

② 当社の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合。   

③ 当社の電気通信設備の保守・工事等を定期的又は緊急に行う場合。   

④ 法令による規制、裁判所の決定等が適用された場合。 

⑤ 当社が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合。 

⑥ お客様が本規約の各条項のいずれかに違反した場合。 

 

第第第第 14141414 条（免責）条（免責）条（免責）条（免責）    

１．当社は、前条各号に定める事由及び内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は

政府の規制等、当社の支配することのできない事由（以下「不可抗力」といいます。）

により、本契約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わない

ものとします。 

２．当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他お客様による本サービスの利

用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づきお客様が損害を被った場

合でも、当社に故意又は重大な過失のある場合を除き、当該損害を賠償する責任を負

わないものとします。 

３．当社は、以下の各号に定める損害等について、当社に故意又は重大な過失のある場合

を除き、一切責任を負わないものとします。 

  ①第 11 条第 1項及び第 2項に基づき本サービスの利用を制限することによりお客様に

生じた損害。 

②通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止に

より生じた損害、その他当社のサービスに関してお客様に生じた損害。 

③お客様が第 20 条に基づく連絡を怠ったことにより生じた損害。 

④お客様が第 25 条第 1項の通知を確認しなかったことにより被った不利益。 

⑤お客様が本規約に違反したことによって生じた損害。 

４．当社の責めに帰すべき事由によらず、お客様が本サービスを使用することができなく

なった場合であっても、当該利用料金等の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

５．ユーザーが本注文を行ったにもかかわらず、お客様の店舗等に来店しなかった等の事

由により、本注文に基づく代金が支払われなかった場合においても、当社は一切責任

を負わないものとします。 

６．当社はお客様が求める本サービスの効果を何ら保証しないものとします。 

７．当社は、本規約に明示的に定めがある事項を除き、本サービスに関して責任を負わな

いものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、当該責任の範囲は、当社

の故意又は重大な過失に基づき、お客様に直接かつ現実に発生した通常の範囲の損害

の金銭賠償に限られ、かつ、その金額は、当該損害の発生した本サービスに関して当

社がお客様から受領した当該損害の発生した日の属する月の前月分の利用料金全額を

上限とします。 

 

第第第第 15151515 条（本契約解約）条（本契約解約）条（本契約解約）条（本契約解約）    

１．お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は何らの通知、催告を要せず直

ちに本契約の全部又は一部を解約できるものとします。 



 5

①お客様が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはその

おそれがあるとき。 

②お客様が本規約の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき、もしくは違

反したとき。 

③お客様が差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納によ

る処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

④お客様が、会社更生手続の開始、民事再生、破産若しくは競売を申し立てられ、又

は自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をしたとき、もし

くはそれらのおそれがあるとき。 

⑤解散決議をしたとき又は死亡したとき。 

⑥支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融

機関から取引停止の処分を受けたとき。 

⑦被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 

⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。 

⑨法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合

を含む）となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。 

⑩反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。 

⑪お客様が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判

明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

⑫前各号に掲げる事項の他、お客様の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行

に支障を来たし、または来たすおそれが生じたとき。 

⑬本規約、又はこれに付随して締結する契約の各条項に違背したとき。 

⑭その他、当社がお客様に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。 

２．お客様が、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に

対する一切の債務を直ちに履行するものとします。 

 

第第第第 16161616 条（存続条項）条（存続条項）条（存続条項）条（存続条項）    

  本規約第 6 条、第 7 条、第 12 条、第 14 条、本条、第 17 条、第 19 条、第 22 条、第 27

条及び第 28 条の規定は、本契約終了後も存続するものとします。 

 

第第第第 17171717 条（損害賠償）条（損害賠償）条（損害賠償）条（損害賠償）    

  お客様が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社が被った損害（逸失利益、訴

訟費用及び弁護士費用等を含みますがこれに限定されないものとします。）等を全額賠償す

るものとします。 

 

第第第第 18181818 条（第三者への委託）条（第三者への委託）条（第三者への委託）条（第三者への委託）    

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、お客様の事前の承諾、又はお客様

への通知を行うことなく、第三者に委託できるものとします。 

 

第第第第 19191919 条（準拠法）条（準拠法）条（準拠法）条（準拠法）        

  本契約の準拠法は、日本法とします。 

 

第第第第 20202020 条（報告義務）条（報告義務）条（報告義務）条（報告義務）    
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１．お客様が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに

連絡を行うものとします。 

２．お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついて

は、当社は一切責任を負いません。 

 

第第第第 21212121 条（解約）条（解約）条（解約）条（解約）    

お客様が、本契約の解約を行う場合、お客様は当社に対して、当社が指定する書面にて、

当社が指定する期日までに解約の申請を行うものとします。 

 

第第第第 22222222 条（本契約終了後の措置）条（本契約終了後の措置）条（本契約終了後の措置）条（本契約終了後の措置）    

１．理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、お客様が当社に対して既に支払った本

サービスの利用料金等を含む一切の料金は返還されないものとします。 

２．理由の如何を問わず、第 2 条に定める方法以外により本契約が終了した場合、お客様

は、本契約の残月数分の利用料金を、当該終了日の属する月の翌月末日までに当社に対

し支払うものとします。 

 

第第第第 23232323 条（管条（管条（管条（管轄裁判所）轄裁判所）轄裁判所）轄裁判所）    

  本契約に関する訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を

もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第第第第 24242424 条（規約の変更）条（規約の変更）条（規約の変更）条（規約の変更）   

１．当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービス

の内容を変更することができるものとします。 

２．当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約

又は本サービスの内容をお客様に当社が指定する方法により通知するものとします。 

３．本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内

容が適用されるものとします。 

４．当社が合併、事業譲渡等の理由により、本契約上の地位を第三者に承継または譲り受

けさせる必要が生じた場合、当社はユーザーに対して書面により通知することによっ

て、本規約上の地位を当該第三者に承継または譲り受けさせることができるものとし

ます。 

５．当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は

全部を変更又は廃止することができるものとします。 

 

第第第第 25252525 条（通知）条（通知）条（通知）条（通知）    

１．当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web

サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。 

２．前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日（但し、その

間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日）にお客様に到達したものとみなす

ものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若

しくは当該ファックスが送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとしま

す。また、前項の通知が Web サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点

でお客様に到達したものとみなすものとします。 
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第第第第 26262626 条（利用目的）条（利用目的）条（利用目的）条（利用目的）    

当社は、お客様に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとしま

す。 

① 本サービスを提供する場合（利用料金等に関する請求を行う場合を含みます）。 

② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。 

③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。 

④ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。 

⑤ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。 

⑥ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。 

⑦ 法令の規定に基づく場合。 

⑧ お客様から事前の同意を得た場合。 

    

第第第第 27272727 条（競業禁止）条（競業禁止）条（競業禁止）条（競業禁止）    

お客様は、本契約期間中及び本契約終了後 3 年間は、事情の如何にかかわらず、本サー

ビスと同一または類似すると当社が判断する商品・サービスについて、お客様自ら（お客

様の親会社、子会社及び出資関係のある会社を含みます。）または第三者を介して競業事業

を行ってはならないものとします。 

    

第第第第 28282828 条（信義誠実の原則）条（信義誠実の原則）条（信義誠実の原則）条（信義誠実の原則）    

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、お客様と当

社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。 

 

 

2014 年 12 月 17 日制定 

2015 年 5月 27 日改定 

2015 年 10 月 20 日最終改定 

 

 


